
＜企画スマイル委員会＞
４年生が自己紹介をしています。

１月１３日（木） 【委員会活動】

＜放送委員会＞
６年生が仕事内容を説明しています。

委員会活動は、５，６年生がしていますが、３学期からは、来年を
見据えて、４年生も参加します。来年に向けての「修行」期間です。



＜保健体育委員会＞
分担を決め直しています。

１月１３日（木） 【委員会活動】

＜環境栽培委員会＞
６年生が、水やりの分担場所を４年生

に教えています。

委員会活動は、５，６年生がしていますが、３学期からは、来年を
見据えて、４年生も参加します。来年に向けての「修行」期間です。



＜図書委員会＞
４年生も早速、本棚の整理をして

います。

１月１３日（木） 【委員会活動】

＜給食委員会＞
２４日からの給食週間の準備に取りか

かっています。

委員会活動は、５，６年生がしていますが、３学期からは、来年を
見据えて、４年生も参加します。来年に向けての「修行」期間です。



＜6年生＞

１月１2日（水） 3学期が始まりました。子どもたちは、学習に集中
して取り組んでいます。
休み明けですが、すぐに切り替えられるところが、
萩原小の子どもたちの素晴らしいところです。

＜5年生＞



１月１2日（水）
4年生、3年生は、学習発表会の練習を始めました。

＜4年生＞ ＜3年生＞



１月１2日（水） 今日は、とても寒かったですが、子どもたちは元気
に外で遊んでいます。



１月１2日（水） 今日の給食は、「鏡開きメニュー」です。五目ちら
し、白玉汁、きんとんです。



【グリーンパークの散策】

＜５年生 自然教室＞１２月１４日（火）～１５日（水）



【キャンドルの集い・レクレーション】

＜５年生 自然教室＞

【アンダルシア姫を救え】

【 食 事 】

１２月１４日（火）～１５日（水）



１２月１４日（火）～１５日（水）
友達と絆を深めた ２日間でした。

【出発式】

＜５年生 自然教室＞

【ボルダリング】

【レクレーション】

【レザークラフト】



１１月１５日（月）～１６日（火）
思いっきり楽しんだ ２日間でした。

【プレミアホテル門司港】

＜６年生 修学旅行＞

【海峡ミュージアム】

【門司港レトロ】

【秋吉台サファリランド】



１１月１５日（月）～１６日（火）
思いっきり楽しんだ ２日間でした。

【出発式】

＜６年生 修学旅行＞

【頓田の森】

【大刀洗平和記念館】

【グリーンランド】



１１月１０日（水）

消防音楽隊とカラーガード隊の皆さんに来ていただきました。

１年生から３年生が音楽鑑賞とカラーガードの演技を楽しみました。

巧みなフラッグの扱いに驚いていました。

＜消防夢コンサート＞



1１月５日（金）

ジュニアアチーブメントの方に来ていただいて、グループで帽子屋を経営する、意思決定シミュレーションの

学習をしました。帽子販売店の社長になって経営し、価格や広告費などを話し合いで決定します。

責任感・意思決定力・リーダーシップ・他人と違う意見を述べる勇気・異質の意見に対する寛容性・チームワーク

を学ぶ、キャリア教育の一つです。

＜６年生 経済教育 会社の社長になっちゃった！＞



10月17日（日） ２年ぶりの、みんな揃っての大運動会！

一生懸命競技し、運動会を楽しみました。

＜１年生＞
＜２年生＞



10月17日（日）

＜３年生＞ ＜４年生＞



10月17日（日）

＜５年生＞
＜６年生＞



10月17日（日） ＜紅白リレー＞



７月８日（木）

＜１年生＞

←ずいぶんと成長した

アサガオの様子を記録

しています。

「葉っぱは、私の手の

大きさぐらいになった

よ。」

「花が２つ咲いたよ。」

「ぼくの背と同じくら

い、大きくなったよ。」

と、それぞれに、アサガ

オの生長を喜んでいま

した。

＜２年生＞

←２年生の七夕のお

願いです。

コロナが収まること

や習い事が上手に

なることなど、それ

ぞれ思いが込めら

れていました。

７月８日（木）



７月８日（木）

＜６年生＞

↑ ６年生の七夕のお願いです。

６年生も同じように、コロナことを心配していました。コロナが収まって、家族旅行や修学旅

行が行けるようにとお願いしていました。

また、これまた同じように、習い事でよい成績が残せるようにと書いてありました。

学年がかわっても、子どもたちの願いは、かわりません。



７月８日（木）

＜５年生＞

↑ ５年生は、家庭科で裁縫の学習をしています。

玉結びや玉どめ、なみ縫いなどに挑戦していました。

練習布を見せて、「本返し縫いもできたよ。」とうれしそうにお話ししてくれました。

手縫いでどんな作品ができるか、今後のお楽しみです。



７月７日（水）

＜１年生＞

↑今日は七夕！それぞれ、願い事を一つ、短冊に書いていました。

生活科で植えたアサガオのことやお友達のこと、そして、コロナのことなど、

様々な願い事が書かれてありました。



７月７日（水）

＜１年生＞

↑また、かざりも作っていました。折り紙を２回折って、はさみで角を切ったり、切り込みを入れたり

して、広げてみていました。「先生、こんな形ができたよ！」と、きれいな模様のかざりや、不思議

な形のかざりをうれしそうにもってきて、見せてくれていました。



７月７日（水）

＜６年生＞

↑６年生は、「暑中見舞い」の書き方を学習をしていました。

ふと、教室の横を見ると、「各月のめあて」が掲示されていました。最上級生らしく、月ごとのめ

あてを決め、学級力や学校力をあげようと、取り組もうとしたことが伺えました。



７月６日（火）

＜１年生＞

←国語でくっつき

の「は」「を」の学習

をしていました。み

んな集中して先生

の話を聞いていま

す。

←テストにも一生懸

命取り組んでいま

す。

＜２年生＞

↑体育で「ドッジボール」をしていました。上手に投げたり、

捕ったりできるようになってきています。

←生活科で育てている

ミニトマトも、実がなり始

めました。

楽しみです！



７月６日（火）

＜３年生＞ ＜６年生＞ ＜４年生＞

↑３年生と６年生は、算数で「資料の調べ方」について、勉強していました。

３年生は、２つの事柄を一つの表にまとめる学習、６年生は、中央値や代表値

を見付け、散らばりの様子について考える学習をしていました。

黒板に貼る資料もたくさん準備して、わかりやすくしています。

↑４年生の社会は、松見先生が専科

で教えています。松見先生の質問

に子どもたちもノリノリです。

ここでも、黒板に大きな資料が貼ら

れています。



７月６日（火）

＜６年生＞

←算数の「資料の調べ

方」の学習で、グラフや

表から読み取った特徴を

話し合っていました。

聞く人がわかりやすいよ

うに、班のみんなにノート

を見せ、指さしながら説

明していました。

さすが、６年生です。

←こちらは図工の作品

です。

画用紙を好きな模様

に切り抜いて、色画用

紙の貼り方や重ね方を

工夫してつくっていま

した。

色のバランスや動き

などが感じられ、うま

く表現されていました。

さすが、６年生です。



７月６日（火）

＜中休みの様子＞

←中休みは、幾分涼しいので、外

でボール遊びをする子どもたち

もたくさんいます。

また、委員会活動の準備をした

り、読書をしたりしている子ども

たちもいます。



７月６日（火）

＜今日の給食＞

←今日の給食は、オリ・パラ献立でした。

イギリスでメニューで、お椀の「スコッチブロス」と

お皿の「フィッシュアンドチップス」、でした。

「スコッチブロス」は、肉や野菜、大麦、豆などを

入れて、コトコト煮たスープです。

「フィッシュアンドチップス」は白身魚のフライに

ポテトフライを添えたものです。

今日の給食では、白身魚は宮崎県から無償提供

された「かんぱち」を使っていました。

みんなおいしそうに食べていました。



７月６日（火）

＜昼休みの様子＞
←暑い中、昼休みも、外で元気に遊

んでいる子どもたちも多くいました。

今日は、風もあり、暑さ指数も上がり

きらず、幾分涼しく感じたようです。

教室では、友達と話したり、自分

たちで作ったカードゲームをして、

楽しく遊んでいる子どもたちもいま

した。

↑図書委員会の子どもたちです。

昼休みに、本の返却や貸出のお世話を

してくれています。

今日は、昼休みの最初の方はたくさ

ん来たようですが、その後は、１人しか

来ておらず、少し暇そうでした。



７月５日（月）

＜１年生＞

＜２年生＞

← プリントの問題

の答え方について

学習しています。

実物投影機を使

うと、自分のプリント

と見比べながら説

明を聞けるので、と

てもわかりやすくな

ります。

←「びっくりする

くらい大きく育っ
た野菜」の言葉か
ら、想像を膨らま
せて表した絵に色
つけをしていまし
た。
絵の中に使って

ない色を使って、
バックを塗ったり、
雲を描いたりして
いました。
「いちごがお家

になったよ」など
色塗りをしながら、
お話をしてくれま
した。



７月５日（月）

＜３年生＞

＜５年生＞

↑ 学期末は、まとめのテストな

ど、テストをすることが多くなりま

す。３年生も国語のテストに一生懸

命取り組んでいました。

↑ グループ合奏の発表会で

す。聴き合って、よかったところ

も伝え合っています。

↑ タブレットを使って、つくった作品

を写真に撮り、鑑賞会をしていました。

全員の作品をタブレットで見ることがで

きます。



７月２日（金）

＜給食の様子＞

← １年生の給食のようす

です。上手に給食の準備が

できるようになりました。

→ 今日の給食は、チキン

サンドとパンプキンスープ

です。自分でゆでキャベツ

とチキンをパンにはさみ、

マヨネーズをかけて食べま

した。

→ １年生も、食器や食缶

を自分たちで運び、片付け

ています。



７月２日（金）

＜給食の様子＞

↑ どの学年も感染対策のため、

グループにせず、全員前を向いて、

黙って食べています。

↑ 今日の献立について、給食委員会の

児童が放送しています。

その後ろで、放送委員会の児童が、給食

時間の放送の準備をしています。

みんな、熱心です。



７月２日（金）

＜給食の様子＞

片付けの様子です。給食委員会の子どもたちが頑張っています。

牛乳パックを入れるごみ

バケツに、ビニールを書け

ています。

返しにきた当番の子どもたちが

スムーズに返す場所に行けてるか、

見守ってくれています。

配膳に使ったおたまなどを、

専用の食缶に入れてくれてい

ます。



７月１日（木）

＜委員会活動＞

↑「企画スマイル委員会」

各クラスの学級目標への取組を掲

示しています。

↑「保健体育委員会」

体力アップの取組について、アイデアを出し、分担を決めています。



７月１日（木）

＜委員会活動＞

↑「環境栽培委員会」

中庭の花壇に植えたさつまいもなど

の畑の雑草を抜いています。

↑「給食委員会」

給食について、みんなに伝えたいこと

を、グループごとに考え、ポスターにし

ています。



７月１日（木）

＜３年生＞

＜４年生＞

←図工の学習で、タ

ブレットを使っていま

す。自分の作品の写

真を撮り、説明を手

書きで入力していま

す。

次の時間に、タブレッ

トでお互いに見合う

鑑賞会を行います。

←４年生の図工の作

品です。

紙バンドを曲げた

り折ったりしながら，

表したいことに合わ

せて、組み合わせ方

やつなぎ方を工夫し

てつくりました。

虫の形や入れ物な

ど、一人一人、自分の

思いに沿った、とても

個性的な作品に仕上

がっています。



７月１日（木）

＜５年生＞
＜６年生＞

←テレビに映し出さ

れた図形を使って、

発表しています。視

覚的にわかりやすく

発表できます。

←国語でグループで

ブックトークをしてい

ます。向かい合って

話せるように、シール

ドをつけてしていま

す。

←６年生は、タブレットを

使ってプログラミング

学習をしました。スク

ラッチというアプリを

使って円や多角形、星

の形をかけるように命

令を打ち込んでいきま

した。



６月３０日（水）

＜１年生＞ ＜２年生＞

←１年生は、テストに

も一生懸命！丁寧に

書こうと頑張っていま

す。

また、デジタル教科

書の画面を見ながら、

視写にも取り組んでい

ます。

←２年生は、鍵盤ハー

モニカの練習です。

指使いに気を付けな

がら、リズムを合わせ

て、演奏できているか

な？



６月３０日（水）

＜３年生＞

＜４年生＞

←「茶つみ」の歌に

合わせて、手遊びを

しています。本来な

ら、友達と手を合わ

せながらするところ

ですが、感染予防の

ため、一人でしてい

ます。

ちょっと、さびしいか

な？

←ＡＬＴのケニー先

生と一緒に、外国語

の活動です。

みんなノリノリで

す。



６月３０日（水）

＜５年生＞ ＜６年生＞

←自分の考えの発表
も上手になってきま
した。「～ここまで
はいいですか？」と
聴き手を意識し、途
中途中で確認しなが
らの発表ができてい
ます。

←５年生からは、外国
語活動から、外国語
科へとなります。
デジタル教科書から
の英語での音声を聞
き取りながら、答える
こともしています。

＜中休み＞

←「資料の調べ方」
の学習で、資料にあ
る数値から平均を一
人一人求めています。
２７～８人分の平均
を出すため、計算も
大変ですが、黙々と
取り組んでいます。

←ＡＬＴのケニー先生
は、中休みなども、子
どもたちと一緒に遊
んでくれます。子ども
たちも、校内で出会
うと「HELLO！」と先
生に声をかけていま
す。



６月２９日（火）

＜２年生＞
それぞれ国語の勉強をして

います。

←２年生は言ってもらえると
「うれしい」言葉集めをして
います。一人一人、こんなと
き、こんな言葉がうれしかっ
たなと思い出しながら書いて
います。

→３年生は、辞書を使うこと
もできるようになってきまし
た。授業中、分からない言葉
があると、さっと辞書を取り
出して自分で言葉を調べなが
ら学習しています。

＜３年生＞



６月２９日（火）

＜５年生＞
＜４年生＞

←４年生は、グループで
新聞づくりをしています。
つくるためのアンケート
を考えたり、タブレット
を使って調べたりしてい
ます。

→５年生は、算数の「合
同」の勉強です。図形の
中に隠れている合同な図
形を探すチャレンジ問題
に取り組んでいます。



６月２８日（月）

＜１年生＞

生活科で植えたアサガオの葉がたく

さんになりました。
支柱のつけ方を教わり、もっともっ

と大きく育つように自分の鉢に取り付
けました。

＜２年生＞

「びっくりするくらい大きく育った

野菜」の言葉から、その中の様子など
を想像を膨らませて、絵に表しました。
「この野菜の中には、階段がある

よ。」など楽しくお話をしながら、か
き表していました。



６月２８日（月）

＜3年生＞

3年生は、社会科見学に行きました。市庁舎や図書館、高塔山から見た町の様子について、調べました。
いのちのたび博物館では、昔の道具について、館員の方から教えていただきました。
「黒電話」も今では、昔の道具に仲間入りしています。



６月２８日（月）

＜５年生＞

グループで器楽合奏の練習を

しています。うまく音を合わせ
ることができるかな。

＜４年生＞

４年生はマット運動をしてい

ます。開脚前転や開脚好転に挑
戦中です。



６月２８日（月）

＜６年生＞

５，６年生の理科の学習は、専

科の髙島先生が教えています。
観察や実験の準備がきちんとさ

れ、子どもたちもすぐに取りかか
れます。

政治についての学習が終わり、

いよいよ歴史の学習です。
みんな興味津々！



６月２５日（金）

＜6年生＞

６年生は、プール掃除をしてくれました。
本年度は水泳学習が中止となり、学校のプールで
泳ぐことはありませんが、来年度以降、みんなが
気持ちよく使えるようにするため、隅々まできれ
いにしてくれました。その働きっぷりは、さすが
でした。



６月２５日（金）

＜5年生＞
5年生は、総合の学習で、

学校をよくするために自分
たちができることを話し合
い、ふだんあまり掃除がさ
れてない玄関前や渡り廊下
のマットの下の掃除をしま
した。
みんな一生懸命です。
学校は自分たちがよりよ

くするものという考えを
もって行動しようとすると
ころは、萩原小の特色です。


